
2022年 8⽉ 吉⽇
お客様各位

リビエラ株式会社
https://riviera.jp/

対象商品：

改定⽇ ：

以上

   詳細につきましては、弊社営業担当者までご連絡ください。

 拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品をご採⽤賜り、厚く御礼申し上げます。

 昨今の急激な市況環境の変化に伴い、原材料や海上、国内運賃の⾼騰が続いております。
弊社では、これまで⽣産性向上と合理化に努めコストアップを抑えてきましたが、最早企業努⼒での価格維持
が困難な状況となっております。誠に遺憾ではございますが、『TERRA TILE COLLECTION VOL.8』カタログ
より価格を改定させて頂きます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
（※価格改定は2022年10⽉1⽇出荷分からになります）

今後も「世界中の輝きある建築素材の提案を通して、空間と時間に「楽しさ」を添えるお⼿伝いをします」
という企業ミッションの実現に向け、時代の変化に対応しながら全⼒で取り組んでまいります。
引き続きのご愛顧をよろしくお願い致します。

価格改定のお知らせ

記

『TERRA TILE COLLECTION VOL.8』カタログ
 掲載商品中 31シリーズ

2022年10⽉1⽇出荷分から



リビエラ株式会社

㎡単価 販売単価 ㎡単価 販売単価

31〜32 JURUPA ジュルパ 内用／外用 20x120
ZC-1001〜1003
ZC-1011〜1013

¥9,800 ¥2,301 ¥11,200 ¥2,629 枚

37 NOON ヌーン 内用／外用 20x120
ZC-1101〜1102
ZC-1111〜1112

¥9,800 ¥2,301 ¥11,200 ¥2,629 枚

43〜44 AFROMOSIA アフロモジア 内用／外用 15x90
ZE-0301〜0304
ZE-0311〜0314

¥9,900 ¥1,320 ¥11,300 ¥1,507 枚

49〜50 OAKEN オークン 内用／外用 15x90
ZE-0401〜0404
ZE-0411〜0414

¥9,900 ¥1,320 ¥11,300 ¥1,507 枚

55 EVOLUTION エボリューション 20x120
ZH-0501〜0502
ZH-0511〜0512

¥22,000 ¥5,218 ¥25,300 ¥6,001 枚

30x60 ZE-0801〜0805 ¥9,800 ¥1,725 ¥11,200 ¥1,972 枚
60x120 ZE-0811〜0815 ¥12,800 ¥9,089 ¥14,700 ¥10,438 枚

内用／外用 30x60
ZR-0201〜0204
ZR-0251〜0254

¥9,800 ¥1,758 ¥11,200 ¥2,009 枚

内用／外用 60x60
ZR-0211〜0214
ZR-0261〜0264

¥9,800 ¥3,528 ¥11,200 ¥4,032 枚

内用／外用 60x120
ZR-0221〜0224
ZR-0271〜0274

¥10,800 ¥7,788 ¥12,400 ¥8,942 枚

内用／外用 60x60
ZE-0601〜0603
ZE-0621〜0623

¥9,800 ¥3,575 ¥11,200 ¥4,032 枚

内用／外用 60x120
ZE-0611〜0613
ZE-0631〜0633

¥11,400 ¥8,317 ¥13,100 ¥9,455 枚

内用／外用 30x60
ZE-0501〜0504
ZE-0551〜0554

¥8,900 ¥1,567 ¥9,800 ¥1,725 枚

内用 20x120 ZE-0511〜0514 ¥13,200 ¥3,088 ¥15,100 ¥3,533 枚
内用 60x120 ZE-0521〜0524 ¥11,800 ¥8,382 ¥13,500 ¥9,590 枚

内用／外用 60x60
ZR-0101〜0102
ZR-0121〜0122

¥7,400 ¥2,664 ¥8,500 ¥3,060 枚

内用 60x120 ZR-0111〜0112 ¥9,600 ¥6,923 ¥11,000 ¥7,933 枚

117 JERUSTONE ジェルストーン 内用／外用 60x60
ZN-0201〜0203
ZN-0211〜0213

¥9,500 ¥3,363 ¥10,900 ¥3,897 枚

内用 30x60 ZP-0101〜0103 ¥9,100 ¥1,600 ¥10,400 ¥1,828 枚
内用 60x60 ZP-0111〜0113 ¥9,100 ¥3,211 ¥10,400 ¥3,669 枚
内用 100x100 ZP-0141〜0143 ¥15,800 ¥15,705 ¥18,100 ¥17,991 枚
外用 30x60 ZP-0121〜0123 ¥9,600 ¥1,688 ¥11,000 ¥1,933 枚
外用 60x60 ZP-0131〜0133 ¥9,600 ¥3,380 ¥11,000 ¥3,880 枚
内用 30x60 ZD-0421〜0426 ¥7,300 ¥1,275 ¥7,800 ¥1,385 枚
内用 45x45 ZD-0461〜0466 ¥8,400 ¥1,651 ¥8,900 ¥1,786 枚
内用 22.5x90 ZD-0451〜0456 ¥8,400 ¥1,681 ¥8,900 ¥1,781 枚
内用 60x60 ZD-0401〜0406 ¥7,800 ¥2,733 ¥8,400 ¥2,993 枚
内用 45x90 ZD-0441〜0446 ¥8,400 ¥3,379 ¥8,900 ¥3,580 枚
磨き内用 45x45 ZD-0471〜0476 ¥9,800 ¥1,926 ¥10,500 ¥2,107 枚
磨き内用 45x90 ZD-0481〜0486 ¥9,800 ¥3,942 ¥10,500 ¥4,224 枚
外用 30x60 ZD-0431〜0436 ¥7,300 ¥1,275 ¥7,800 ¥1,385 枚
外用 60x60 ZD-0411〜0416 ¥7,800 ¥2,733 ¥8,400 ¥2,993 枚
外用2cm 30x60 ZD-0501〜0506 ¥11,800 ¥2,152 ¥12,700 ¥2,316 枚
外用2cm 60x60 ZD-0511〜0516 ¥11,800 ¥4,318 ¥12,700 ¥4,526 枚
30x60 ZC-0812〜0815 ¥8,300 ¥1,479 ¥9,500 ¥1,692 枚
60x60 ZC-0802〜0805 ¥9,300 ¥3,325 ¥10,600 ¥3,790 枚
60x120 ZC-0822〜0825 ¥11,300 ¥8,095 ¥12,900 ¥9,241 枚
内用／外用 30x30 ZG-0201〜0202 ¥8,400 ¥740 ¥9,600 ¥846 枚
内用／外用 20x60 ZG-0211〜0212 ¥10,600 ¥1,244 ¥12,100 ¥1,420 枚
内用／外用 30x60 ZG-0221〜0222 ¥8,400 ¥1,486 ¥9,600 ¥1,699 枚
内用／外用 60x60 ZG-0231〜0232 ¥10,600 ¥3,765 ¥12,100 ¥4,297 枚
45x45 ZD-0261〜0265 ¥8,500 ¥1,671 ¥9,800 ¥1,926 枚
60x60 ZD-0201〜0205 ¥8,500 ¥2,978 ¥9,800 ¥3,433 枚
45x90 ZD-0211〜0215 ¥8,500 ¥3,419 ¥9,800 ¥3,942 枚
60x120 ZD-0221〜0225 ¥9,500 ¥6,851 ¥10,900 ¥7,782 枚
磨き 45x45 ZD-0231〜0235 ¥8,800 ¥1,730 ¥9,800 ¥1,926 枚
磨き 45x90 ZD-0241〜0245 ¥9,800 ¥3,942 ¥11,200 ¥4,505 枚
磨き 60x120 ZD-0251〜0255 ¥10,800 ¥7,788 ¥12,400 ¥8,942 枚

169 80x80 ZC-1321〜1327 ¥14,800 ¥9,424 ¥17,000 ¥10,825 枚
169〜171 120x278 ZC-1301〜1310 ¥19,800 ¥65,894 ¥24,800 ¥82,534 枚

60x60 ZT-0101〜0102 ¥9,800 ¥3,480 ¥11,200 ¥3,978 枚
60x120 ZT-0111〜0112 ¥10,800 ¥7,691 ¥12,400 ¥8,831 枚
磨き 120x120 ZN-0401〜0404 ¥19,800 ¥28,416 ¥22,700 ¥32,579 枚
マット 120x120 ZN-0411〜0414 ¥16,300 ¥23,393 ¥18,700 ¥26,838 枚
磨き 30x60 ZQ-0201〜0204 ¥12,400 ¥2,183 ¥14,200 ¥2,500 枚
磨き 60x120 ZQ-0211〜0214 ¥14,800 ¥10,522 ¥17,000 ¥12,088 枚
マット 30x60 ZQ-0221〜0224 ¥9,800 ¥1,725 ¥11,200 ¥1,972 枚
マット 60x120 ZQ-0231〜0234 ¥12,400 ¥8,816 ¥14,200 ¥10,097 枚

203 PREVIEW プレビュー 58x58 ZN-0301〜0305 ¥12,800 ¥4,305 ¥14,700 ¥4,945 枚

販売単位

2022年8月

『TERRA TILE COLLECTION VOL.8』 価格改定商品一覧

2022年9月30日までの出荷分
仕上げ・サイズ 品番

2022年10月1日からの出荷分

BRITS ブリッツ107〜108

FRAMMENTA フラメンタ101〜102

113 CONCEPT コンセプト

WATERFALL ウォーターフォール
121

122

ARTICA アルティカ

127〜129

130〜131

131〜132

133

139 NAME ネーム

V-STONE ヴィ・ストーン147

151〜152

152〜153

KALEIDO カレイド

WANDERLUST ワンダーラスト

181 ARCADIA アルカディア

195

196
VIA APPIA ビアアッピア

頁 商品シリーズ名

187 GRANDE MARBLE グランデマーブル

95〜96 HYBRID ハイブリッド

87〜88 GRANUM グラナム



㎡単価 販売単価 ㎡単価 販売単価
販売単位

2022年9月30日までの出荷分
仕上げ・サイズ 品番

2022年10月1日からの出荷分
頁 商品シリーズ名

磨き 30x60 ZQ-0101〜0102 ¥12,200 ¥2,149 ¥14,000 ¥2,465 枚
磨き 60x120 ZQ-0111〜0112 ¥14,900 ¥10,594 ¥17,100 ¥12,158 枚
マット 30x60 ZQ-0121〜0122 ¥9,600 ¥1,691 ¥11,000 ¥1,937 枚
マット 60x120 ZQ-0131〜0132 ¥12,200 ¥8,674 ¥14,000 ¥9,954 枚

217 ICON アイコン 20x20 ZH-0701〜0705 ¥34,800 ¥12,276 ¥40,000 ¥14,112 ケース
ベーシック 60x60 ZM-0101〜0103 ¥8,500 ¥3,039 ¥9,700 ¥3,468 枚
マーブル 60x60 ZM-0104〜0106 ¥19,800 ¥7,080 ¥22,700 ¥8,117 枚
30x60 ZC-1201〜1206 ¥8,800 ¥1,568 ¥10,100 ¥1,799 枚
60x60 ZC-1211〜1216 ¥9,800 ¥3,504 ¥11,200 ¥4,005 枚
60x120 ZC-1221〜1226 ¥9,800 ¥7,020 ¥11,200 ¥8,023 枚
75x75 ZA-0601〜0603 ¥10,400 ¥5,818 ¥11,900 ¥6,658 枚
75x150 ZA-0611〜0613 ¥12,400 ¥13,894 ¥14,200 ¥15,911 枚
75x75 ZN-0111〜0114 ¥9,600 ¥5,328 ¥11,000 ¥6,121 枚
75x150 ZN-0101〜0104 ¥13,800 ¥15,504 ¥15,800 ¥17,609 枚
60x60 ZA-0301〜0308 ¥10,200 ¥3,647 ¥11,700 ¥4,183 枚
75x150 ZA-0311〜0318 ¥15,500 ¥17,368 ¥17,800 ¥19,944 枚

275 30x60 ZA-0321 − ¥8,800 − ¥10,100 枚
75x75 ZE-0701〜0703 ¥10,800 ¥5,985 ¥12,400 ¥6,873 枚
75x150 ZE-0711〜0713 ¥13,800 ¥15,327 ¥15,800 ¥17,550 枚

301 GLITTER グリッター 29x33 RT-0001〜0002 ¥12,800 ¥1,216 ¥14,700 ¥1,396 シート

305〜306 METALPOLITANA メタルポリターナ 7.5x15
RT-0101〜0103
RT-0111〜0116

¥10,800 ¥113 ¥12,400 ¥130 枚

LEMMY レミー257〜258

265 MASTER PLAN マスタープラン

TIPOS ティポス209

POWDER パウダー269

287 PORFIRICA ポルフィリカ

DESIGN INDUSTRY デザイン インダストリー
273〜274

233 ARTWORK アートワーク




